
■ RZ‐E606/E806 システム構成図

■ RZ‐E606/E806 仕様表 ■ RZ‐E606/E806 外形寸法図（突起部は含まず）
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外形寸法（突起物除く）

質量

Windows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB 64bit

128GB SSDｘ1基
15型TFTカラー液晶（XGA）、フルフラットパネル
チルト機能20°～75°(±5°）（水平を0°とした場合）

AC100Ｖ 50/60Hz
幅 360 x 奥行 206 x 高さ 340mm（表示部 幅 360mm）

温度 5～35℃、湿度 20～90%RH（非結露）
温度 －20～60℃、湿度 10～90%RH（非結露）

RZ-E606 RZ-E806
Intel® Core™ i3-6100TE

標準4GB（最大16GB）標準4GB（最大8GB）

約6.3kg 約6.5kg

340cd/m2※1
投影型静電容量方式※2

240cd/m2※1
抵抗膜方式

Intel® Celeron® N3160

動作条件
保管条件

COM I/F x4（COM 変換ケーブル x4 同梱）、USB2.0 I/F x2、USB3.0 I/F x2、Powered USB（12V）I/F x2,
Powered USB（24V）I/F x1、ドロア用I/F（RJ11） x1、LAN I/F x1、カスタマディスプレイ用I/F x1、
液晶カスタマディスプレイ用I/F（HDMI®） x1、磁気カードリーダー用I/F x1、オーディオ入出力I/F x1

環境条件※3

※1 出荷時状態における標準値。　※2 濡れた手や手袋を使用してタッチすると反応しない場合があります。　※3 環境条件下でのご使用を順守してください。

標準装備

オプション

シャープ製品
オプション

※１ 当社推奨品に限ります。
※２ 同時使用不可。
※3 COM変換ケーブルにて
　　D-SUB9ピンに変換。

COM1
COM2
COM3
COM4

LAN（Ethernet）

漢字カスタマディスプレイ RZ-4DP2
（COM1またはCOM2接続のみ）
CCD ハンドスキャナー RZ-4BR1C
（COM1またはCOM2接続のみ）

自動釣銭機
据置型スキャナー※1

ドロア UP-J36DW4

COM※3 5V/12V電源供給対応
COM※3 5V/12V電源供給対応
COM※3
COM※3

磁気カードリーダー
RZ-E1MR2

カスタマディスプレイ
RZ-E1DP1※2

カスタマディスプレイ用
I/F

磁気カードリーダー用 
I/F

ＲＯＭ（BIOS） 

ＣＰＵ

12V 電源供給対応
12V 電源供給対応
24V 電源供給対応

スピーカー
10BASE-T
100BASE-TX
1000BASE-T

オーディオ入出力 イヤホンマイクジャック
WindowsⓇ サウンド

RAM（4GB）
１スロット

SSD（128GB）

タッチパネル
DC12V出力

ＵＳＢ 2.0
ＵＳＢ 2.0
ＵＳＢ 3.0
ＵＳＢ 3.0

液晶カスタマディスプレイ
RZ-E1DP3 （10.4型）※2

グラフィック
コントローラ

カスタマディスプレイ用I/F（HDMIⓇ）

タッチパネル付
15型TFTカラー液晶（ＸGA）

サーマルプリンター※1

RAM 8GB※1

RAM 16GB（RZ-E806のみ）※1

CCD ハンドスキャナーRZ-4BR1U

USBマウス（保守用）

USBキーボード（保守用）　

USB CD/DVD  ドライブ（保守用）

USBメモリー（保守用）Powered ＵＳＢ
Powered ＵＳＢ
Powered ＵＳＢ

ドロア I/F

COMPACT OPEN POS TERMINAL

RZ-E606 / E806

店舗にあわせてスタイリッシュに設置。
高い信頼性で店舗運営をサポートします。

■オプション

※ 同時使用不可。

● 質量：約1,200g
● 外形寸法（表示部）：
　W249xD29xH205mm
● 輝度：270cd/m2　● 輝度半減時間：10,000時間

● 質量：約800g
● 外形寸法：
　W240xD97xH124mm
● 表示文字数：全角16文字Ｘ3行（又は10文字Ｘ2行）

液晶カスタマディスプレイ　RZ‐E1DP3※

本体一体設置タイプ
10.4型TFTカラー液晶（SVGA/VGA）

漢字カスタマディスプレイ　RZ‐4DP2

別置タイプ
英数字、カナ、漢字表示

● 質量：約250g
● 外形寸法（表示部）：
　W161xD20xH60mm
● 表示文字数：半角20文字x2行

● 質量：約195g
● 外形寸法：
　W65xD126xH59mm

カスタマディスプレイ　RZ‐E1DP1※

本体一体設置タイプ
（英数字、カナ表示）

磁気カードリーダー
RZ‐E1MR2

● 質量： 約7Kg
● 外形寸法： 
　W355xD420xH122mm（ゴム足含む）
● マネーケース：硬貨6、紙幣3

● シャープビジネスソリューション株式会社の
　取扱い商品です。

詳細は弊社営業担当に
お問い合わせください。

ドロア
UP‐J36DW4 サーマルプリンター

カスタマディスプレイ

他社製オプション

● 質量：約85g
　（ケーブル含まず）
● 外形寸法：
　W72xD155xH63mm

● メーカー名：DATALOGIC S.p.A
　製品の詳細は下記にお問い合わせください。
　株式会社アイテックス TEL: 03-5246-9420

ハンドスキャナー
RZ‐4BR1U
RZ‐4BR1C

据置型スキャナー
MAGELLAN™ 3200VSi
MAGELLAN™ 1100i

■商品ご理解のために

●ご使用の前に「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。●アースを確実に取り付けて
ください。故障や漏電のときに感電する恐れがあります。  ●表示された正しい電源・電圧でお使いください。

■このカタログについてのお問い合わせは、お近くの販売店にご相談ください。もし、販売店でお分かりにならないときは、下記におたずねください。

安全に関する

ご注意

本  社　〒261-0023 千葉県千葉市美浜区中瀬1-9-2　電話（043）299-8456（代）

札　幌（０１１）６４１-５１０１　岩　手（０１９）６３７-８６４１　名古屋（０５２）３３２-２179　広　島（０８２）８７５-０２２０　福　岡（０９２）５７５-６４１０
仙　台（０２２）２８８-８７０５　東　京（０３）5446-8339　大  阪（０６）6794-9624　高　松（０８７）８２３-４８６１　鹿児島（０９９）２５３-６１２８

札　幌（０１１）６４１-０７５１ 宇都宮（０２８）６３４-０２５６ 名古屋（０５２）３３２-２７５８ 広　島（０８２）８７４-６１００ 福　岡（０９２）５７２-２６１７
仙　台（０２２）２８８-９１６１ 東　京（０570）00-6008 大　阪（０６）６７９４-９６７1 高　松（０８７）８２３-４９８０　

●リース・クレジットのご用命は
　シャープファイナンスへ｡

シャープホームページ http://www.sharp.co.jp シャープビジネスソリューションホームページ https://www.sharp-sbs.co.jp

●保守サービス・サプライ用品については・・・●商品については・・・

■商品ご使用について ●当製品は国内仕様です。海外ではご使用になれません。 ●TFTカラー液晶パネルは、非常に精密度の高い技術で作られておりますが、画面の一部に点灯しない画素や常時点灯する画素がある場合があります。
また見る角度によって色むらや明るさむらが見える場合があります。これらは故障ではありませんのであらかじめご了承ください。 ●画面輝度は経年低下するので、一定の輝度を維持するものではありません。
■カタログについてのご注意 ●Microsoft、Windowsは米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。 ●Windowsの正式名称はMicrosoft Windows operating systemです。
●Intel、Intel Core、Celeronは、アメリカ合衆国およびその他の国におけるIntel Corporationまたはその子会社の登録商標または商標です。 ●HDMI、High-Definition Multimedia Interface、およびHDMIロゴは、米国およびその
他の国におけるHDMI Licensing Administrator, Inc. の商標または、登録商標です。　●その他、製品名等の固有名詞は各社の登録商標または商標です。 ●製品改良のため、仕様および外観の一部を予告なく変更することがあ
ります。また、商品の色調は印刷のため実物とは異なる場合もありますのであらかじめご了承ください。  ●画面は全てハメコミ合成です。実際の表示とは異なります。  ●SSD容量の表記は1GB＝10億バイトを使用しています。

本カタログ掲載商品の価格には、配送・設置調整・ケーブル・付帯工事、使用済み商品の引き取りなどの費用は含まれておりません。
●このカタログの用紙には、環境に配慮した植林木を使用しています。
●このカタログは環境に配慮した植物油インキを使用しています。

本　　社　〒590-8522　大阪府堺市堺区匠町1番地

このカタログの内容は、２０17年6月現在のものです。
Ⅰ.10ビ（シ）-1297 RZE806J

POSターミナル
2017-6

RZ‐E606/E806



STAND POL  E WALL

多様な業種＆環境でスタイリッシュに設置、スムーズな応対をサポート。

タッチパネル付液晶のため、メニュー名や数量など、画面の表示内容をタッチするだけで操作ができます。

明るい室内でも画面の文字やアイコンをしっかり
視認できるだけでなく、チルト機能（傾き20°～
75°※）により見やすく操作しやすい角度に
調整できます。

信頼性の高いSSD（ソリッドステートドライブ）を採用。SSDは駆動部品が
ないため振動や衝撃に強く、安定した稼働を実現できます。

IEC（国際電気標準会議）によって定められている防塵・防滴の
保護規格IP31（フロントパネル部IP65）に準拠しています。

ファンレス設計で埃の侵入を抑えるほか、ファンの回転音がしないので
静かなお店の雰囲気を損ないません。

メインユニットを分解せずに、SSDの交換ができるので、万一の
トラブル時にも素早い対応が可能です。

全国をカバーするサービス拠点網でお客様をサポートします。夜間や休日のトラブル
対策に365日24時間の対応も可能です※。

投影型静電容量方式タッチパネルを搭載。画面スクロール、拡大、
縮小などタブレットの様な直感的操作が可能です。※1※2

※1 対応アプリケーションのみ。
※2 濡れた手や手袋を使用してタッチすると反応しない場合があります。

幅236mmx奥行206mm（設置
部）のスタンドにより省スペースを
実現しました。ドロア、スキャナー、
プリンターなどの周辺機器と合わ
せても限られたスペースしかない
カウンターにすっきり設置できます。

VESA規格※1準拠のマウントに対応しているので壁掛けやポールマウントなどの設置が可能です。※2周辺機器と合わせてお客様の環境に応じた設置
スタイルが実現できます。

POSシステムに最適なWindows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB を
採用。Microsoft®.NET Framework 3.5/4.6ベースのアプリケーション
に対応し、売上データのリアルタイム更新など本部サーバーと連携した
効率的なシステム構築が可能です。OPOS-J※1に準拠したOCX※2を
提供し、ＰＯＳ専用デバイスを制御するアプリケーション開発が行えます。
※1 「Open Point of Service技術協議会」（OPOS-J）。 ※2 Windowsのプログラムファイルの形式の一つで、OLE コント
ロールやActiveXコントロールなどの形で部品化されたコンピュータプログラムを格納するためのもの。

高速CPU Intel® Core™ i3-6100TEを採用。販促動画の再生や多様化
する店舗業務アプリケーションも高速処理。業務効率の向上に貢献します。

漢字カスタマディスプレイ〈RZ-4DP2〉、カスタマディ
スプレイ（カナ）〈RZ-E1DP1〉、液晶カスタマディス
プレイ〈RZ-E1DP3〉をご用意しました。液晶カスタマ
ディスプレイを活用すれば、キャンペーンやイベントの
告知など注目度の高い情報発信ができます。

液晶表示部分とフレームの
境目がないので境目に埃
がたまらずお手入れが簡単
です。

Wake On LAN※2をサポート。夜間のＰＯＳデータ集配信やメンテ
ナンスが可能です。開店前に一斉起動させるなど柔軟なシステム
構築・運用を実現します。
※1 正常シャットダウン後電源保持状態で有効。
※2 ネットワーク経由で離れた場所に設置してあるパソコンの電源をオンにする機能。

USBインターフェースやCOMインターフェース、HDMI®など豊富
なインターフェースに対応しました。

RZ-E606/E806

340340

206206

単位：mm

※ 別途ご契約が必要です。

※1 液晶ディスプレイのアームやスタンドの取り付け寸法などを規格化しています。　※2 別途ポールや壁掛け用取付金具が必要です。手配については、弊社営業担当にお問い合わせください。

＊ カスタマディスプレイはオプションです。

※ 背面にオプションなど未装着時。

タッチパネル付15型
TFTカラー液晶

状態表示ランプおよび
明るさ調節タッチボタン
（RZ-E806）

CCDハンドスキャナー（オプション）

磁気カードリーダー
（オプション）

漢字カスタマディスプレイ
（オプション）

RZ-E606
Intel® Celeron® N3160搭載/
抵抗膜方式タッチパネル

RZ-E806 Intel® Core™ i3-6100TE搭載/
投影型静電容量方式タッチパネル

20°

0°

75°

高速CPUを搭載（RZ-E806）

多彩なカスタマディスプレイ（オプション）

お手入れしやすいフルフラットパネルWindows® 10 IoT Enterprise 2016 LTSB搭載

LANによるシステム立ち上げが可能※1

豊富なインターフェースを装備

コンパクト設計でPOSまわりすっきり

多様な設置方法に対応

高輝度15型TFTカラー液晶を搭載 直感的な操作性（RZ-E806）

簡単に使えるタッチ操作

水や塵が侵入しにくい防塵・防滴設計（フロントパネル部）安定稼働を実現

SSDの交換も簡単に

365日24時間対応のお客様サポート

埃の侵入を抑え、静音性に優れたファンレス設計（RZ-E606）

使う人にやさしい操作性を実現カウンタースペースを有効活用できる多様な設置スタイルを実現

設置環境を考慮した設計と、高い信頼性で安定稼働を実現

充実の基本機能


